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自由自由ヶ丘二丁目丘二丁目 

自由自由ヶ丘一丁目丘一丁目 

自由自由ヶ丘四丁目丘四丁目 

自由自由ヶ丘三丁目丘三丁目 

自由ヶ丘二丁目 

自由ヶ丘一丁目 

自由ヶ丘四丁目 

自由ヶ丘三丁目 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
納税の休日窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月11日㈰　9時～16時

30分 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
本人確認が法制化されます 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　戸籍法と住民基本台帳法が改正さ

れ、5月1日㈭から、住民票などの証

明書交付請求時や戸籍届および住

民異動届の際に、本人確認書類の

提示などが法により定められます。 

　市においては、以前から、窓

口へ来られた方の本人確認を行

っておりますが、引き続き皆さ

んのご協力をお願いします。また、

住民票の写しなどの交付請求がで

きる場合も請求者が限定されます。 

◆本人確認が法律で定められた
証明請求・届出など
　戸籍法における戸籍謄本(抄本)

などの証明書および婚姻届など

の届、住民基本台帳法における

住民票の写しなど、証明書およ

び転入などの住民異動届 

◆本人確認書類は次の書類のご提示を
　住基カード(写真入り)、運転免

許証、パスポートなど 

※上記の公的機関発行の顔写真入書

類に該当のものをお持ちでない方は、

市民課へお問い合わせください。 

◆住民票の写しなどの交付を請
求できる場合
○本人または本人と同一世帯の

者の請求 

○国・地方公共団体の機関による

請求 

○住民票の記載事項を確認する正

当な理由がある者による請求 

※詳しくは、市民課へお問い合わせ

ください。 

 
5月連休明けの市民課窓口は

大変混雑します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　5月連休明けの市民課各窓口は

例年混み合い、皆さんにご迷惑を

おかけしています。この時期は、処

理件数が多いこともあり、お待ちい

ただく時間が長くなる場合がありま

すので、時間に余裕をもってお越し

いただきますようお願いします。 

　なお、証明書の交付や届出の受

付は、地区市民センターでも受け

付けますのでご利用ください。 

 
市税の口座振替手続はお早めに 

納税課　 382-7831　 382-7660
nouzei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替開始までに約1

カ月かかりますので、口座振替を

希望される場合は、早めに手続きを

してください。口座振替の申込み手

続きは、金融機関、地区市民セン

ター、納税課の窓口で行ってください。

手続きに必要なものは、通帳・通

帳の届出印・納税通知書です。 

 
鈴鹿市交通安全計画を 
作成しました 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市では、平成19年7月に施行され

た｢鈴鹿市交通安全条例｣に基づき、

鈴鹿市交通安全対策会議を設置し、

鈴鹿市交通安全計画を作成しました。 

　この計画は、三重県交通安全計

画に基づき作成したもので、鈴鹿

　市では、｢住居表示に関する法律｣

に基づき、11月1日(土)から石薬師

町と下大久保町の一部地域で住居

表示を実施します。住居表示制度は、

町の単位をわかりやすい規模に変

更するとともに、複雑な町界などを

整理します。また、それにあわせて、

住所の表し方が｢○町○番地(○町

○○番地の○)｣から｢○丁目○番

○号｣に変わります。11月1日からは、

郵便物のあて先には新しい住所を

お使いください。 

新町名　自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘
二丁目、自由ヶ丘三丁目、自由ヶ丘

四丁目 

11月1日から石薬師町と下大久保町の一部区域で住所が変わります 
地域課　 382-9136　 382-2214　  chiiki@city.suzuka.lg.jp

お 知 ら せ  
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自由ヶ丘二丁目 

自由ヶ丘一丁目 

自由ヶ丘四丁目 

自由ヶ丘三丁目 

◆家庭用新エネルギー設備設置事業補助金
対象設備・補助額
○住宅用太陽光発電システム(補助額10万円) 

○エコウィル(家庭用ガスエンジン給湯器)(補助額5万円) 

○エコキュート(二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器) 

　(補助額2万円) 

※エコキュートについては、住宅用太陽光発電システ

ムとの同時設置に限ります。 

対象者　次のいずれかに該当する方 
○自らが居住し、または居住する予定の市内の住

宅へ対象設備を設置された方 

○対象設備が設置された市内の新築住宅を購入さ

れた方 

※いずれの場合も、県や市が行う新エネルギーの普及啓

発活動(アンケートやイベントなど)にご協力いただきます。 

申請期間　平成21年2月27日㈮まで 
※申請期間内に補助金の予算額を超えた場合は、一括

して抽選します。 

◆クリーンエネルギー自動車購入費補助金
対象車種　ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、
メタノール自動車、電気自動車、燃料電池自動車 

対象者　次のすべての条件を満たす方 
○対象車種を自家用の新車として、平成20年2月15日

以降に鈴鹿ナンバーで初度登録された方 

○対象車種を初度登録した時点で、6カ月以上鈴鹿市

に在住している方 

○市税を滞納していない方 

補助額　6万円(1人1回1台限り) 
申請期間 
○前期：平成20年3月3日から8月29日㈮まで 

※初度登録が平成20年2月15日(金)から29日(金)までの登録

車は、前期で申請可能です。 

○後期：9月1日㈪から平成21年2月27日㈮まで 

※初度登録が平成20年8月15日(金)から29日(金)までの登録

車は、後期で申請可能です 

※各申請期間内に、補助金の予算額を超えた場合は、それ

ぞれ抽選を行います。 

※家庭用新エネルギー設備設置事業補助金とクリーンエネル

ギー自動車購入費補助金について詳しくは、鈴鹿市ホーム

ページ(トップ→生活ガイド→生活便利帳→その他→家庭

用新エネルギー設備補助のご案内とクリーンエネルギー自

動車購入費補助金のご案内)からもご覧いただけます。 

市の区域における陸上交通の安全

に関する総合的かつ長期的な施策

の大綱などを定めています。 

　計画については、次の場所で

ご覧いただけます。 

閲覧場所　防災安全課(市役所
本館5階)、市政情報課(市役所

本館4階) 

※市ホームページからもご覧いただけます。 

 
早朝テニスが始まります 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

　5月から早朝テニスが始まります。

次の日程で行いますので、ぜひ

ご利用ください。 

と　き 
○5月1日～7月20日と9月1日～

10月31日の土・日曜日、祝日 

○7月21日～8月31日の毎日 

利用可能面　12面 
使用料　高校生以上200円、中学
生以下100円 

※一人あたりの使用料です。 

申込み　先着順で受け付けます。 
　5時55分から、直接、市立テニ

スコートクラブハウスへ 

 
国保人間ドック受診者を 

募集します 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

応募資格　平成20年4月1日現在で、
30歳以上75歳未満(昭和8年4月

3日から昭和53年4月2日生まれ)

の国民健康保険に加入されて

いる方のうち、原則として過

去1年間国保税の滞納のない方 

受診期間　平成20年7月から8月
29日㈮ 

※65歳以上の方は、8月からの受診

となります。 

受診場所　検診を受託した市内
の医療機関 

検査内容　問診、聴打診、直腸診、

血圧、心電図、検尿、検便、

血液、胸部レントゲン、胃検査

(レントゲンまたは胃カメラ) 

定　員　2,100人 
負担金　8,000円 
申込み　4月25日㈮から5月23日㈮
17時(必着)までに、はがき(1人に

つき1枚)または、封書で、｢人間

ドック受診希望｣、保険証の記号

番号、郵便番号、住所、氏名(ふ

りがな)、生年月日、性別、電話

番号を記入の上、〒513-8701保

険年金課へ 

※受診該当者には、6月30日(月)に

受診券などの書類一式を発送させ

ていただきます。 

※平成20年4月から始まる特定健康診

査については、検査項目が人間ドック

の検査項目にすべて含まれていますので、

改めて特定健診を受けていただく必要

はありません。詳しくは、受診券などの

発送時にご案内させていただきます。 

新エネルギー関連補助制度のご利用を 
環境政策課　 382-7954　 382-2214　  kanykoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　新エネルギーとは、太陽や自然の力、または今まで捨てていたエネルギーを有効に使う地球に優しいエネルギーの

ことです。これらを皆さんの生活の一部に取り入れることにより、資源の節約や地球温暖化の防止に役立ちます。市では、

これらの新エネルギーの導入に対して、補助制度を設けています。 
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鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

図書館ボランティアの 
新規募集と更新手続を 

行います 

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

対　象　貸出カードの交付を受け
た15歳以上の方で、図書館に関

心を持ち、年間を通した継続的

な活動、または特定の期間を限

定した活動が可能な方 

活動期間　平成21年3月までの図
書館開館日の活動できる時間 

内　容　書架整理、配架、破損
資料の補修、絵本の読み聞かせ、

樹木管理などの環境美化など 

申込み　新規、更新手続ともに、
4月29日(火・祝)までに、貸出カー

ドと身分証明書(免許証・学生証・

保険証)を持って、図書館へ 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 
ボランティアを募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会
 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　鈴鹿国際交流協会では、国際

交流・多文化共生の推進に向けて、

各種事業に取り組んでいます。

特に鈴鹿市では外国人登録者数

が1万人を越え、日本人と外国人

が共に手を取り合い、互いに理

解し、尊重し合える社会を実現

することが課題となってきてい

ます。そこで国際交流・多文化

共生に関心や興味をお持ちの方

のボランティア登録を受け付け

ます。皆さんの力を少しずつ生

かしてみませんか。 

◆ボランティアの種類
○イベントなどの運営スタッフ 

○日本語ボランティア 

○専門的な技術を持つボランテ

ィア(着付・お花・お茶・書道・

料理など) 

○災害時のボランティア 

○外国人のホームステイ・ホーム

ビジットの受入れ 

○通訳 

※活動時の交通費は、協会の規定に

基づきお支払いします。また、｢ボ

ランティア保険｣にも加入します。 

申込み　はがき、ファクス、電
子メールで、郵便番号、住所、

氏名、電話番号を記入の上、

㈶鈴鹿国際交流協会へボラン

ティア登録申込書をご請求く

ださい。後日、郵送します。 

 
特別障害給付金が 
支給されます 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金の任意加入期間に加

入しなかったことにより、障害

基礎年金を受給していない障が

い者の方を対象に、｢特別障害給

付金｣が支給されます。 

対　象　次のいずれかに該当する
方で、国民年金に任意加入して

いなかった期間内に初診日があり、

現在、障害基礎年金1級・2級相

当の障がいに該当する方(65歳

に達する日の前日までにおいて

障害等級に該当する程度の障が

いの状態にある方) 

○平成3年3月以前の国民年金任

意加入対象であった学生 

○昭和61年3月以前の国民年金任

意加入対象であった被用者(厚

生年金・共済組合などの加入者)

の配偶者 

申込み　保険年金課へ 

●｢メルモニ｣って何？
　メールでモニターの略称です。市から配信されるアンケートやクイズなどに回答

いただくため、事前に登録していただいたモニターの方々のことを言います。  

●だれでも｢メルモニ｣になれるの？
　市内に住所がある中学生または13歳以上の方が対象で、どなたでも無料で

登録いただけます。なお、二重登録は無効となりますのでご注意ください。 

【登録手続】 
・パソコンから登録
　　h t t p : / / www . m e r u m o n i . c i t y . s u z u k a . l g . j p /  

・携帯電話から登録
　　h t t p : / / www . m e r u m o n i . c i t y . s u z u k a . l g . j p / i /  

・メルモニ登録用紙を提出
　　秘書広報課や地区市民センターに備え付けのメルモニ登録用紙に必要

事項を記入の上、秘書広報課へ 

●登録手続きを済ませるとどうなるの？
　市で認証後、登録いただいたメールアドレスに、登録内容・ID・パスワードの

お知らせメールが届きます。アンケートなどの回答のお願いや各種メールは、登

録の際に入力いただいたメールアドレスへお知らせします。 

●結果をみることはできるの？
　アンケート結果などは公開します。

回答期間を過ぎると結果をインター

ネット上に掲載します。 

●｢メルモニ｣になると特典はあるの？
○子ども安全・安心メールを配信
　防犯ネットワークの一環として、

登録者全員に、子どもたちが危険に

見舞われる恐れのある情報を携帯電

話やパソコンにメール配信します。 

○災害情報を配信
　登録時に希望される方には、市・

災害対策本部から発信される市内の

雨量や避難所開設状況などの災害

情報を配信します。 

○週末お出かけ情報を配信
　市内や近隣で開催されるイベン

ト情報などを配信します。 

　市では、インターネットや携帯メールを活用したアンケートシステム「メールモニターシステム（メルモニ）」を運用し、

市民の皆さんのご意見を市政に生かす取り組みに活用しています。4月4日現在、5,382人の方がメルモニに登録して

いただいています。インターネットや携帯メールを使っている方、メルモニになって市政に参加してみませんか。 

市政メールモニターを募集しています 
秘書広報課　 382-9036　 382-9040　 merumoni@city.suzuka.lg.jp　 http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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▲ガソリンスタンド▲理容店

▼歯科医院 ▼コンビニエンスストア

▲自動車修理工場

▼宅急便▼PTA（愛宕） ▼PTA（鈴鹿市内）

｢子ども110番の家｣を紹介します
　近年、子どもを狙った事件が増加しています。｢子ども110番の家｣は、不

審者から逃れるために駆け込んできた子どもたちの安全を確保するための

場所で、家庭、企業・事業所、各種団体などのご協力を得て、｢子ども110

番の家｣の表示を掲げ、地域安全活動に参加していただいています。 

　｢子ども110番の家｣の表示には、次のようなものがあります。 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  

※原則として、65歳に達する日の前日

までに請求してください。経過措置と

して、65歳を超えている方は平成22

年3月31日までに申請できます(障害

認定などの審査、支給事務は、社会

保険事務局で行います)。 

 
4月1日から消防署の名称を

変更しました 

消防総務課　 382-9153　 383-1447
syoubosomu@city.suzuka.lg.jp

○鈴鹿市中央消防署(旧鈴鹿市消防署) 

○鈴鹿市中央消防署北分署(旧鈴鹿市

消防署北分署) 

○鈴鹿市中央消防署西分署(旧鈴鹿市

消防署西分署) 

○鈴鹿市中央消防署東分署(旧鈴鹿市

消防署東分署) 

○鈴鹿市中央消防署鈴峰分署(旧鈴鹿

市消防署鈴峰分署) 

○鈴鹿市南消防署(旧鈴鹿市消防署

南分署) 

 
テレビ広報で新番組が 

始まります 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　ケーブルネット鈴鹿(CNS10ch)

で放送中の、市のテレビ広報番

組｢ベルディ便り｣が、4月21日放

送分から新番組の放送を開始し

ます。ぜひご覧ください。 

放送内容
○毎月1日〜10日
　｢ベルディ便り｣(市のさまざま

な事業に関する特集、お知ら

せ・イベント情報) 

○毎月11日〜20日
　｢まもろう！育てよう！鈴鹿の

環境｣(地球温暖化防止や鈴鹿

市の環境に関する番組) 

○毎月21日〜月末
　｢ベルディ便り｣(市の施設紹介、

お知らせ・イベント情報) 

放送時間　毎日、10時30から、
13時30分から(土曜日は12時30

分から)、17時30分から、20時

30分から、23時15分からのそ

れぞれ15分間(1日5回) 

※番組編成の都合上、放送時間を変

更する場合があります。詳しくは、

チャンネルガイドをご覧ください。 

ガソリンの取り扱いには 
ご注意を 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　ガソリンの値下げに伴い、買いだ

めをする方がありますが、ガソリン

は何らかの小さな火源があれば、

爆発的に燃焼する極めて火災危険

性が高い物質です。ガソリンの取り

扱いには十分ご注意ください。 

◆ガソリン保管時の注意点
○法令で定められた金属製容器

で保管してください。 

○ポリ容器での保管は絶対にや

めてください。 

○家庭で保管する場合は、確実に

密栓をし、風通しの良い涼しく火

気のない場所で保管してください。 

○セルフスタンドで客が容器に詰め

替えることは禁止されています。 

 
税理士会無料相談会を行います 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　東海税理士会鈴鹿支部では、税金

に関する無料相談会を開催しています。 

と　き　原則毎月第2火曜日 
　10時～16時(要予約) 

ところ　鈴鹿商工会議所3階東海
税理士会鈴鹿支部事務局 

相談内容　税金に関する相談 
問合せ　東海税理士会鈴鹿支部

　382-7715(平日9時～14時) 
 

地元産小麦を使って手打ち
うどんなどを作りませんか 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　地元で生産した農産物を地元

で消費する｢地産地消｣を推進す

るため、地元産小麦を使った手

打ちうどん・蒸しまんじゅう作

りの出前講座を行います。 

　少人数でもお受けしますので、

希望されるグループの方はご連

絡ください。費用など詳しくは、

ご相談ください。 

問合せ　地産地消ネットワークみえ
(北勢)鈴鹿支部　豊田　379-

1048 

 
5月1日から31日までは 

｢赤十字社員増強運動月間｣です 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　災害救援、国際活動、医療活動、

血液事業など人道に基づく赤十字の

各種事業は、主に毎年皆さんからご協

力いただく事業資金で実施しています。 

　5月の赤十字運動月間は、こうし

た赤十字活動をご理解いただき、

事業資金をご協力いただく推進月

間となっています。皆さんの温かい

ご支援とご協力をお待ちしています。 
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無料総合相談所を 
開設します 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　5月1日㈭からの1週間は｢憲法

週間｣です。これにちなみ｢無料

総合相談所｣を開設します。 

◆無料総合相談(津)
と　き　5月1日㈭　10時30分～

15時30分 

※10時30分から先着順で受付 

ところ　津センターパレス2階(津
市大門7-15) 

内容・定員　法律相談(先着36人)、
人権・登記・戸籍相談(先着36人)、

犯罪被害者支援(先着12人) 

※相談時間は1人20分程度です。 

※秘密は厳守されます。 

問合せ　津家庭裁判所総務課庶
務係(　 059-226-4171) 

◆無料法律相談(四日市)
と　き　5月1日㈭　10時30分～

15時30分 

※10時30分から先着順で受付 

ところ　四日市市総合会館8階
第2会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　36人 
※相談時間は1人20分程度です。 

※秘密は厳守されます。 

問合せ　津地方裁判所四日市支
部庶務係(　 352-7151) 

◆裁判所・検察庁が見学できます
　裁判所と検察庁では見学会を

行っています。詳しくは、津地

方裁判所総務課庶務係(　059-226-

4172)、津地方検察庁企画調査課

(　 059-228-4123)へ 

 
銃砲刀剣類登録審査会が 

開かれます 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

とき・ところ
○５月20日㈫　県津庁舎 

○８月19日㈫　県鈴鹿庁舎 

○平成21年1月20日㈫　県津庁舎 

※受付時間は、各会場とも10時～

11時30分、13時～14時までです。 

※伊勢、尾鷲庁舎での別日程もあり

ます。 

手数料　新規登録1件6,300円、登
録証再交付1件3,500円 

※三重県収入証紙でお願いします。 

問合せ　三重県教育委員会事務
局文化財保護室　059-224-2999 

 
2011年に 

地上アナログテレビ放送が 
終了します 

東海総合通信局放送課

　 052-971-8292　 052-971-9394
info-tokai@rbt.soumu.go.jp

　現行の地上アナログテレビ放

送は、地上デジタルテレビ放送

への移行に伴い、2011年7月24日

までに終了します。地上デジタ

ルテレビ放送の視聴方法など受

信に関する相談、お問い合わせは、

次のとおりです。 

◆受信相談　総務省地上デジタ
ルテレビジョン放送受信相談

センター　0570-07-0101(IP電

話などナビダイヤルがつなが

らない方は　03-4334-1111) 

 

 

 

 

※視聴エリアについて詳しくは、(社)デジ

タル放送推進協会のホームページ

(　 http ://www.dpa .or . jp/)を

ご覧ください。 

 

○催し物

 
東海道案内標識設置 
記念イベント 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市観光まちづくり委員会

では、東海道石薬師宿～庄野宿

間に案内標識を設置したことを

記念して、「近鉄駅長お薦めハ

イキング」に協賛したイベント

を行います。 

と　き　5月6日㈫　10時～14時 
※近鉄ハイキング平田町駅から石薬

師宿にご参加の方は、9時から10

時までの間に近鉄平田町駅で受付

します。 

ところ　石薬師小学校前 
内　容　小澤本陣資料展示、信
綱かるた道散策、卯の花もち

の振る舞い、卯の花ドーナツ

の販売、スタンプラリーなど 

問合せ　鈴鹿市観光まちづくり
委員会(鈴鹿市観光協会　380-

5595、市商業観光課　382-

9020) 

 

○講座・教室
 

パソコン講座 

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

主催・申込み・問合せ　4月28日
㈪(平日の10時～18時)から、電

話で｢すずかのぶどう｣(　・　

387-0767　387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1
　5月10日㈯、11日㈰

　5月22日㈭、23日㈮

○基礎2
　5月14日㈬、15日㈭

　5月27日㈫、28日㈬ 

○ワード基礎
　5月8日㈭、9日㈮ 

○エクセル基礎
　5月24日㈯、25日㈰ 

○エクセル応用
　5月17日㈯、18日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎1
　5月27日㈫、28日㈬ 

○基礎2
　5月22日㈭、23日㈮

○ワード基礎
　5月17日㈯、18日㈰

　5月24日㈯、25日㈰ 

○ワード応用
　5月10日㈯、11日㈰ 

講座・教室 

催 し 物  

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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 市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　 382-9004　　 382-7660

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

地域課　 382-8695　 382-2214
　chiiki@city.suzuka. lg. jp

自治会の加入

　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　自治会は、必ず入らなければならないのですか。 

　自治会費の支払いに不満はありませんが、

自治会活動は強制的に参加させられる行事が多く、

反対してもわがままということで改善されません。 

　自治会を辞めたり、会費のみ支払って行事には参

加しないということは無理なのでしょうか。新しく引っ

越してきた者には、古くからの習慣や付き合いになじ

めません。この考え方は間違っているでしょうか。自

治会さえなければ、今住んでいるところに不満はあり

ません。市としての参考意見をぜひお聞かせください。 

 

　自治会は任意の団体であり、基本的には加

入も未加入も自由であると考えますが、地域を

快適で住み良くするため結成された組織で、その活

動内容は自治会員の「親睦」から始まり、「防犯・防火・

防災活動」「ごみ集積場の管理」「環境美化」「子ども会」

「老人会」などのさまざまな分野で、個人や家庭だけ

で解決できない問題や課題に対して、地域の住民

が力を合わせ活動しています。 

　また、自治会活動には会費や役務といった義務が発

生し、自治会員であればその義務を果たす必要があり、

地域の中で協力しあって活動していただきたいと思います。 

　ご質問の「会費のみ支払い行事には参加しない

こと」につきましても、それぞれの自治会が、自治会

費や活動内容を、会員の総意に基づき、決定され

ているものと理解しています。したがいまして、詳細

については、各自治会にてご相談ください。 

　最後に、自治会活動は地域の皆さんの自助、共

助により成り立っているということをご理解ください。 

○エクセル基礎
　5月8日㈭、9日㈮

　5月14日㈬、15日㈭ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代とし
て基礎1と基礎2は兼用で1,050円、

ワード基礎とエクセル基礎は

いずれも800円、ワード応用と

エクセル応用はいずれも1,050

円が別途必要) 

 
｢楽しい写真｣ 
ビギナーコース 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

　レンズを通して見える新しい

世界。あなたも体験してみませ

んか。これから写真を始めてみ

たい方を対象としたフォトセミ

ナーです。カメラの扱い方から

初歩的な撮影テクニックまで初

心者向けに教えます。 

対　象　市内在住の18歳以上の
方で、写真撮影のノウハウを

初めて学びたい方 

と　き　5月から平成21年2月ま
での毎月第1金曜日(9月・1月

は第2金曜日)　13時～15時(全

10回) 

ところ　鈴鹿市役所 
講　師　樋口幸雄さん(二科会写
真部会員)、戸田英義さん(二科

会写真部会友) 

定　員　30人(先着順) 
参加料　5,000円 
申込み　4月7日㈪から25日㈮(8時
30分～17時15分、土・日曜日を

除く)までに、電話で文化課へ 

※カメラ(デジタル、フィルム可)は

受講者各自でご準備ください。 

 
｢自作詩を楽しむ｣ 
ビギナーコース 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

　｢詩をつくる。それを声に出し

て語る。言葉と声で相手に自分

を伝える｣詩の新しい表現方法と

して、コミュニケーションの手

段として、朗読詩が注目されて

います。文芸の新しいスタイル

を学んでみませんか。 

対　象　市内に在住、在勤、在
学または市内の団体に所属す

る高校生以上の方で、詩の作

り方を学びたい方 

と　き　5月17日㈯、6月21日㈯、

7月19日㈯　14時～16時(全3回) 

ところ　鈴鹿市役所 

内　容　詩の作り方から表現方
法まで 

講　師　拜田勝之さん(詩人・鈴
鹿市芸術文化協会員) 

定　員　50人(先着順) 
参加料　1,500円(高校生・大学生
は無料) 

申込み　4月7日㈪から5月16日㈮

(8時30分～17時15分、土・日

曜日、祝日を除く)までに電話

で文化課へ 

はい　だ 
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　10時30分、13時30分(土曜日は

12時30分)、17時30分、20時30分、

23時15分からの各15分 

○4月21日㈪〜30日㈬
『ベルディ便り』…河川防災セ
ンターの紹介、保健情報、く

らしの情報 

○5月1日㈭〜10日㈯
『ベルディ便り』…住宅防火の
取り組み、清掃情報、くらしの情報 

○5月11日㈰〜20日㈫
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』
…CO2を計ってみよう 

　


